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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 112,611 9.8 7,993 110.5 8,347 91.8 5,579 121.7
22年3月期第3四半期 102,524 △13.2 3,797 △29.0 4,353 △21.9 2,516 △25.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 29.27 ―
22年3月期第3四半期 13.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 161,709 89,992 55.3 465.08
22年3月期 159,411 90,810 54.5 453.29

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  89,417百万円 22年3月期  86,874百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
23年3月期 ― 4.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 9.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 153,000 6.7 9,200 64.0 9,500 58.6 6,500 85.7 33.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、添付資料 3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料3ページ「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 196,682,752株 22年3月期  196,682,752株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,420,713株 22年3月期  5,027,775株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 190,633,699株 22年3月期3Q 191,678,943株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヶ月間）におけるわが国経済は、

年前半は主として輸出に依存し景気は緩やかな回復基調にありましたが、当第３四半期に入ると円高を背景に輸出

が弱含みになるなど、景気は足踏み状態となりました。 

 当社グループを取り巻く事業環境においても、需要は本格的な回復には至らず、円高、デフレの状況下、国内外

における企業間競争がさらに激化するなど、引き続き厳しい状況にありました。 

 このような事業環境下において、当第３四半期は2010年度を 終年度とする「2010中期経営計画」の各施策を実

行する中で、高付加価値製品の拡販、高機能製品の市場開拓に注力いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、１１２,６１１百万円と前年同期比９.８％の増収、営業利益

は、７,９９３百万円と前年同期比１１０.５％の増益、経常利益は、８,３４７百万円と前年同期比９１.８％の増

益、四半期純利益は、５,５７９百万円と前年同期比１２１.７％の増益となりました。 

  

①機能化学品事業 

 脂肪酸誘導体は、主にアジア向け輸出が堅調に推移したことにより、界面活性剤は、工業用での不採算品見直し

で一部減販となったものの化粧品基剤およびその配合品の拡販により、前年同期と比べそれぞれ売上高は増加しま

した。 

 エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、電子材料分野および化粧品原料分野への拡販により、有

機過酸化物は、太陽電池向けおよび自動車関連向け架橋剤などの販売が好調に推移したことにより、それぞれ売上

高は増加しました。 

 機能性フィルムは、顧客需要が堅調であり、売上高は増加しました。 

 電子材料は、液晶表示用カラーフィルター関連材料の需要が好調に推移したため、売上高は増加しました。 

 特殊防錆処理剤・防錆加工は、自動車および関連部品業界の需要が回復基調にあったため、売上高は増加しまし

た。 

 これらの結果、機能化学品事業の売上高は、７１,２１７百万円（前年同期比１４.９％増）、営業利益は、５,

３００百万円（前年同期比３１２.０％増）となりました。 

  

②ライフサイエンス事業 

 食用加工油脂は、市場の低価格志向への対応はありましたが、パンの食感を改良する機能を付加した油脂や風味

に特徴をもたせた油脂等の業務用マーガリンの販売が好調に推移したため、売上高は増加しました。 

 機能食品関連製品は、健康関連製品の需要は堅調であったものの、医療栄養食の出荷が前年同期を下回ったた

め、売上高はわずかに減少しました。 

 生体適合素材であるＭＰＣ（2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品は、化粧品分野向けの

拡販に努めたものの、手指消毒剤を中心とする医薬・衛生分野向けの出荷が低調であったため、売上高は前年同期

並みとなりました。 

 ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、欧米創薬メーカー向けの原

薬修飾用ポリエチレングリコール誘導体の需要は好調であったものの、医薬用可溶化剤の出荷が低調であったた

め、売上高は前年同期並みとなりました。 

 これらの結果、ライフサイエンス事業の売上高は、１７,９５７百万円（前年同期比２.８％増）、営業利益は、

２,３７４百万円（前年同期比８.８％増）となりました。 

  

③化薬事業 

 ロケット関連製品は、ロケットの打ち上げ計画による調達数量が前年同期を下回ったため、産業用爆薬類は、土

木分野向けの需要が減少したため、それぞれ売上高は減少しました。 

 防衛関連製品は、今期に販売が集中したこともあり、売上高は増加しました。 

 これらの結果、化薬事業の売上高は、２２,０４２百万円（前年同期比４.１％増）となりましたが、品種構成の

影響により、営業利益は７４４百万円（前年同期比１２.７％減）となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されております。その売上高は、１,３９４百万円（前年

同期比２７.０％減）となりましたが、コスト削減の効果もあって、営業利益は、１１８百万円（前年同期比１１

８.１％増）となりました。 

 上記のセグメント別の概況における前年第３四半期連結累計期間（前年同期）との比較については、新セグメント

に組み替えた数値との比較値となっております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ２,２９８百万円増加し、１６１,７０９百万円となりま

した。 

資産の増減の主な内容は、売上債権の増加１,４７１百万円、棚卸資産の増加３,７０２百万円、主に償却による

有形固定資産の減少１,８４３百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による減少２,０５４百万円等でありま

す。 

負債は、前期末に比べ３,１１７百万円増加しました。その主な内容は、買入債務の増加２,９９９百万円、有利

子負債の増加１,９７２百万円、投資有価証券の四半期末時価評価等による繰延税金負債(固定）の減少５４７百万

円、法人税等の納付による未払法人税等及び未払消費税等の減少１,５８０百万円等であります。 

純資産は、前期末に比べ、８１８百万円減少しました。その主な内容は、当第３四半期累計純利益５,５７９百

万円、その他有価証券評価差額金の減少８６３百万円、配当による減少１,７３２百万円の他、株式交換による連

結子会社の完全子会社化に伴う自己株式の増加や少数株主持分の減少等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、昨年５月10日に公表した平成23年３月期の通期連結業績予想を修正しております。具

体的な内容については、本日（平成23年２月４日）公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定については、一部の連結子会社を除き貸倒実績率等が前連結会計年度末に算

定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合

理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

２．棚卸資産の評価方法 

  四半期連結会計期間末における棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を主としております。 

  たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、主として当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。これにより、第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は91百万円減

少しております。 

２．その他の情報



②企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。 

  



３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,638 5,548

受取手形及び売掛金 31,274 29,802

商品及び製品 16,939 15,637

仕掛品 4,409 3,276

原材料及び貯蔵品 8,665 7,399

その他 4,883 3,907

貸倒引当金 △202 △228

流動資産合計 72,609 65,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,266 22,915

土地 19,493 19,304

その他（純額） 15,020 16,404

有形固定資産合計 56,780 58,624

無形固定資産   

その他 1,281 1,871

無形固定資産合計 1,281 1,871

投資その他の資産   

投資有価証券 23,078 25,133

その他 8,205 8,550

貸倒引当金 △246 △112

投資その他の資産合計 31,038 33,571

固定資産合計 89,100 94,067

資産合計 161,709 159,411

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,071 20,071

短期借入金 9,548 6,422

1年内返済予定の長期借入金 1,513 1,440

未払法人税等 1,264 2,370

賞与引当金 1,387 2,610

その他 10,861 9,387

流動負債合計 47,647 42,302

固定負債   

長期借入金 11,442 12,931

退職給付引当金 3,878 3,915

その他 8,750 9,451

固定負債合計 24,070 26,298

負債合計 71,717 68,600



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 54,874 51,392

自己株式 △1,753 △2,142

株主資本合計 85,976 82,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,942 5,805

為替換算調整勘定 △1,501 △1,035

評価・換算差額等合計 3,441 4,769

少数株主持分 574 3,935

純資産合計 89,992 90,810

負債純資産合計 161,709 159,411



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 102,524 112,611

売上原価 77,969 83,332

売上総利益 24,554 29,279

販売費及び一般管理費 20,757 21,286

営業利益 3,797 7,993

営業外収益   

受取利息 32 33

受取配当金 514 559

その他 716 699

営業外収益合計 1,263 1,292

営業外費用   

支払利息 259 188

為替差損 95 293

その他 352 455

営業外費用合計 707 937

経常利益 4,353 8,347

特別利益   

固定資産売却益 56 0

関係会社清算益 28 －

負ののれん発生益 － 947

その他 2 64

特別利益合計 87 1,012

特別損失   

固定資産除却損 46 61

投資有価証券評価損 64 606

その他 1 235

特別損失合計 113 902

税金等調整前四半期純利益 4,327 8,458

法人税等 1,636 2,800

少数株主損益調整前四半期純利益 2,690 5,657

少数株主利益 173 78

四半期純利益 2,516 5,579



該当事項はありません。  

   

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の事業構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 高経営意思決定

機関が、経営資源の配分の決定及び業績評価のために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っており、事業部門を基礎

とした「機能化学品事業」、「ライフサイエンス事業」、「化薬事業」を報告セグメントとしております。 

 「機能化学品事業」は、脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導

体、有機過酸化物、機能性ポリマー、機能性フィルム、電子材料、特殊防錆処理剤等を製造、販売しております。

 「ライフサイエンス事業」は、食用加工油脂、機能食品関連製品、ＭＰＣ関連製品、ＤＤＳ医薬用製剤原料等を

製造、販売しております。 

 「化薬事業」は、産業用爆薬類、防衛関連製品、ロケット関連製品、自動車用安全部品、金属加工品等を製造、

販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販売及び管理業務等

を含んでおります。 

  ２．セグメント利益の調整額△545百万円には、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△546百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

す。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
(百万円) 

調整額
(注)２ 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 
(百万円) 

  
機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  71,217  17,957  22,042  111,216  1,394  112,611  －  112,611

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 46  1,121  19  1,187  5,587  6,774  △6,774  －

計  71,264  19,078  22,061  112,404  6,982  119,386  △6,774  112,611

セグメント利益  5,300  2,374  744  8,419  118  8,538  △545  7,993



(参考情報)  

 前第３四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントに組替

えると以下の通りとなります。 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送、不動産販売及び管理業務等

を含んでおります。 

  ２．セグメント利益の調整額△578百万円には、セグメント間取引消去７百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△586百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

す。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

   

  報告セグメント
その他 

(注)１ 

（百万円）

合計 
(百万円) 

調整額
(注)２ 
(百万円) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 
(百万円) 

  
機能化学
品事業 

（百万円） 

ライフサ
イエンス
事業 

（百万円）

化薬事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高                 

(1)外部顧客への売上高  61,965  17,475  21,172  100,613  1,910  102,524  －  102,524

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 76  1,759  18  1,854  5,177  7,031  △7,031  －

計  62,042  19,234  21,190  102,467  7,088  109,555  △7,031  102,524

セグメント利益  1,286  2,181  852  4,320  54  4,375  △578  3,797

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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